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緒　　　　言

　 2型糖尿病は、環境因子と遺伝的感受性の組み
合わせから生じる複合疾患である。日本の糖尿病
有病者は1000万人を超え、米国でも2030年までに
米国人口の15％以上が糖尿病に罹患する可能性が
報告されている。更に、妊婦の過剰栄養や肥満は、
子の将来的な糖尿病罹患率を増大させることが、
ヒトおよび動物モデルによって明らかとなってい
る。すなわち、親の肥満、前糖尿病、糖尿病は自
身の健康に害悪を及ぼすだけでなく、子に対して
糖尿病を始めとした慢性代謝性疾患の発症リスク
を伝播させる悪循環を引き起こすと考えられる。
しかし、糖尿病の世代間連鎖を防ぐ効果的な予防
方策や、それを実証するエビデンスはわかってい
ない。
　高脂肪食を摂取した母親から産まれた仔マウス

では、耐糖能障害、血清インスリン濃度と体脂肪
の増加が認められるが、我々の研究グループは、
妊娠中の母マウスを車輪の設置された飼育ケージ
で飼い、自発運動させると、母親の肥満による仔
マウスの耐糖能機能の低下を劇的に改善できるこ
とを報告した1）。生理学的にグルコース負荷に対
する処理の大部分を担うのは骨格筋であるが、母
親の運動は仔の筋における糖代謝に影響しなかっ
た。一方で興味深いことに、母親の運動は仔マウ
スの肝臓における、インスリン感受性の増加、グ
ルカゴン刺激によるグルコース産生の低下をもた
らした。この成果は、妊娠期運動は、仔の肝臓の
グルコース代謝能を改善し、母親の肥満による子
への耐糖能障害の伝播を防ぐ作用があることを示
す。しかし、妊娠中の母親の運動がいつどのよう
な分子機構で、子のグルコース恒常性の改善を導
くかは未解明のままである。
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　妊娠中に運動をした母親から産まれた仔マウス
は、肝臓の糖・脂肪代謝にかかわる遺伝子発現が
有意に増加していた1）。そのため、母親の運動情
報は、仔の肝臓の遺伝子発現を変化させるエピ
ジェネティックな機構によって、仔に伝達されて
いる可能性がある。そこで本研究は、妊娠期運動
効果が子に対して、いつ、どのように、何によっ
て伝達されているか、その分子メカニズムを同定
することを目的とした。更にヒト臨床研究を組み
合わせることで、妊娠期運動効果のもつ有益性の
社会実装の可能性を検討した。

方　　　　法

Ａ．マウスにおける妊娠期運動プログラムの設

計

　 8 週齢の C57BL ／／6雌マウスおよび遺伝子改変
マウスを 4群に分け、通常の飼育箱（静的ケージ）
または車輪の設置された飼育箱（運動ケージ）に
収容し、通常飼料または高脂肪食を与えながら 2

週間飼育する。その後、 4群の雌を交配のために、
静的ケージにて通常飼料で飼育された雄と 3日間
飼育する。交配後、雌を再び 4種の飼育条件に戻
す。マウスは、妊娠前は約 7 km／／日、妊娠中は約
3 km／／日の走行をすることを確認している。各 4

群の雌は出産後、静的ケージで育児を行う。すべ
ての動物実験はジョスリン糖尿病センター動物実
験委員会における倫理審査を受け承認された（承
認番号：LAB-8-28-2015v）。
Ｂ．分子遺伝学・分子生物学・生化学解析

　細胞や組織の遺伝子発現レベルはRNA sequenc-

ingによるトランスクリプトーム解析を行った。
DNAメチル化レベルはゲノム DNAのバイサル
ファイト処理後に、プロモーター部位を標的とし
た methylation specific PCR（MSP）によって評価
した。DNA脱メチル化レベルは、抗ヒドロキシ
メチル化シトシン抗体による免疫沈降後にシーケ
ンス解析で評価した。タンパク質の発現および活
性化はウエスタンブロッティング法またはELISA

によって解析した。血清タンパク質の網羅的解析
は LC-MS／／MSによって行った。
Ｃ．マウスからの初代細胞の単離と培養

　胚盤胞は、妊娠3.5日に子宮管を採取し、27 G

針を付けたシリンジを子宮角断端より挿入し、温
めた Embryo MAX M2培地（EMD Millipore）で洗
い流してマイクロピペットにて回収した。胚盤葉
上層は、妊娠7.5日に子宮管を採取し、Embryo 

MAX M2培地を満たしたシャーレの中で、実体顕
微鏡下で微小鉗子を用いて子宮筋層から剥離し、
マイクロピペットで胚と胚外層の境界で胚を切断
した。マウス肝芽細胞は、妊娠13.5日に胎仔肝臓
を回収し、 2 型コラゲナーゼによって酵素処理
した。得られた細胞懸濁液を Biotin-conjugated 

CD324（E-cadherin）抗体で標識し、磁気ソーティ
ングによって肝芽細胞のみを単離した。マウス肝
細胞は、下大静脈と門脈の間で 2型コラゲナーゼ
の灌流を行い、肝臓の消化によって得られた細胞
懸濁液を90% Percollによる遠心分離によって肝
細胞のみを単離した。肝芽細胞と肝細胞はコラー
ゲンコートしたディッシュで培養した。
Ｄ．遺伝子改変マウスの樹立とマウス糖代謝の

生理的評価

　胎盤特異的 Sod3ノックアウトには Cre ／／ loxp

システムを用い、Trophoblast specific protein alpha

（Tpbpa）に Adenosine deaminase（Ada）のプロモー
ター部位を結合させた Tpbpa ／／Ada-Cre Sod3-flox

マウスを樹立した。標的遺伝子 Sod3のエクソン
を flox配列で糖代謝フェノタイプは、in vivoでの
腹腔内グルコース負荷試験（ipGTT）と血中イン
スリン濃度の評価、および in vitroでの肝細胞の
糖新生レベルと脂肪酸代謝レベルによって評価し
た。
Ｅ．ヒトコホート解析

　デンマークのヒト妊婦研究は、オーフス大学の
ヒト健康研究倫理に関する地域委員会の承認
（j.nr. M-20100048）を得ている。参加者全員から、
参加前に書面によるインフォームドコンセントを
得た。オーフス大学病院で妊娠10週目から13週目
までの定期的な妊婦健診の際に、合計400人の女
性を募集した。女性は、18歳以上で単胎妊娠、移
動に支障がなく、デンマーク語を理解できる場合
に参加資格を得た。除外基準は、年齢18歳未満、
多胎妊娠、動作に影響を及ぼす身体障害、デンマ 

ーク語の不十分な知識とした。最終的な研究対象
者は、年齢、分娩数、BMIに関して、通常の妊
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婦と同等であった。妊娠期間中、妊娠週数10～15、
18～24、32～38の 3回、参加者は研究に関連した
検査に参加した。各診察時に、訓練を受けた看護
師による体重測定と血液サンプルの採取が行われ
た。更に、参加者は毎日の身体活動量を、Sense-

Wear Armband Pro3（SWA）（Bodymedia, Inc） を
用いて測定された。SWAは、入浴時および水中
活動時を除き、連続 7日間、右腕の上腕三頭筋に
装着した。SenseWear Professionalソフトウェアを
使用し、エネルギー消費量、 1日当たりの歩数、
タスクの代謝当量（MET）を算出した。装着時
間が12時間未満の日は除外した。
　カナダのヒト妊婦研究は、オタワ大学の Physi-

caL ACtivity and diEtary implicatioNs Throughout 

pregnAncy（PLACENTA）研究（11-15-29）また
は Acute Exercise研究（H06-18-634）に参加する
ことに文書によるインフォームドコンセントを得
たコホートで、両試験は、オタワ大学の研究倫理
委員会の承認を受けている。18～40歳で、妊娠前
の体格指数が正常または過体重（18.5～29.9 kg ／／
m2）とみなされ、運動に対する禁忌がない女性
を対象とし、高血圧、糖尿病、未治療の甲状腺疾
患をもつ者は除外した。妊娠第 2期（妊娠14～27

週）の女性のみを対象として、入浴と水中活動を
除く日中、右腰に装着した全方位型 Actical®加
速度計（Phillips Respironics）を用いて、妊娠中期
（妊娠24～28週）に参加者から連続 7日間の自由
行動下での身体活動測定を前向きに実施した。最
も身体活動的な10人と最も身体活動的でない10人
（第 2期の Actical指標で決定）を解析に含めた。
女性の「活動的」「非活動的」の分類は、10分間
の運動で 1週間に150分のMVPAを推奨するカナ
ダの成人身体活動ガイドライン（Mottola et al., 

2018）を用いて行った。血清サンプルは妊娠第 2

期に採取された。胎盤は分娩後30分以内に採取し
た。厚さ約0.5×0.5 cmの胎盤絨毛組織の生検サ
ンプルを PBSで洗浄し、直ちに RNAlater（QIA-

GEN）に入れた。24時間冷蔵後、サンプルを
RNA解析のために－80℃で保存した。
Ｆ．統計解析

　統計的有意性は P < 0.05または0.01と定義し、
一元または二元配置分散分析、Tukeyおよび Bon-

ferroniポストホック分析によって解析した。種々
の年齢で行われた実験では、統計解析はその特定
の時点における対照群に基づいて決定され、年齢
間の比較は解析しなかった。

結　　　　果

Ａ．妊娠期運動は、仔の肝代謝遺伝子プロモー

ターの脱メチル化を促進し、高脂肪食による

耐糖能障害を回復する

　 4週齢の仔の肝臓を単離し、全ゲノム DNAの
5 -メチルシトシン（5-mC）を測定したところ、
妊娠期運動は仔の5-mC量を減少させた。また、
仔の肝臓における糖・脂質代謝遺伝子（Pcx，Cs，
Idh3a，Mdh2，Ogdh，Fatp4，Cpt1a）プロモーター
部位の CpGアイランドでも同様に、脱メチル化
が誘導された。CpGアイランドの低メチル化は、
遺伝子発現の増加と密接に関係する。実際、母親
の高脂肪食の摂取は、仔の糖・脂質代謝遺伝子の
発現低下に一致して、CpGアイランドのメチル
化を増加したが、妊娠期運動は脱メチル化を促進
することで、仔を糖代謝障害から回復させること
がわかった。これらの結果は、母親の運動による
仔の肝機能改善が、DNA脱メチル化を介したエ
ピジェネティックな機構によりもたらされる可能
性があることを示している。
Ｂ．仔の肝臓ゲノム DNA の脱メチル化は、

TET シグナルの活性化による5-hmC の生成

によって引き起こされる

　 4週齢の仔の肝臓において、5-mCの脱メチル
化誘導体である 5 -ヒドロキシメチルシトシン（5-

hmC）の量を測定したところ、母親の運動は仔の
5-hmC量を増加させた。また、糖・脂質代謝遺伝
子プロモーター部位の CpGアイランドにて5-mC

生成量が増加していた。5-mCの5-hmCへの変換
は ten-eleven translocation methylcytosine dioxygen-

ase（TET）によって触媒されるが、母親の運動
は仔の TET1および TET2の発現を上昇させると
ともに、TETの活性化因子であるイソクエン酸
デヒドロゲナーゼ（IDH）と α ケトグルタル酸
（αKG）の量を促進していた。そこでマウス初代
肝細胞を単離し、TETを過剰発現させたり、細
胞膜透過性の αKGで刺激したりすると、肝代謝
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遺伝子の発現が上昇し、グルカゴン刺激によるグ
ルコース産生能が低下した。更に、母親の高脂肪
食の摂取は、仔の肝臓 IDH-αKG-TETシグナルを
抑制していた。これらのデータから、TETは母
親の運動が仔の肝臓で DNA脱メチル化を誘導す
るための重要シグナル分子であることが考えられ
る。
Ｃ．妊娠期運動による仔の肝臓の AMPK-IDH-

αKG-TETシグナル増強とDNA脱メチル化は、

胎生13.5日の時点で誘導される

　妊娠期運動が仔の糖代謝に改善効果を及ぼす時
期を探るために、妊娠した雌マウスから胚盤胞
（Blastocyst; E3.5）および胚盤葉上層（Epiblast; 

E7.5）と、胎生13.5日の胎仔および新生仔の肝臓
を採取した。改善効果の指標として、肝代謝遺伝
子の発現量の上昇、プロモーター部位の脱メチル
化、IDH-αKG-TETシグナルの増強を用いた。母
親の運動は Blastocyst と Epiblast の5-mC および
5-hmC量や肝代謝遺伝子プロモーター部位のメチ
ル化に影響を与えなかった。しかし、胎生13.5日
の肝臓では、肝代謝遺伝子の発現が増加し、IDH-

αKG-TETシグナルの上昇による DNA脱メチル
化が誘導され、新生仔においても持続的に糖代謝
が改善されていた。これらの結果は、母親の運動
による仔のグルコース恒常性の改善効果は、胎生
13.5日の時点で誘導されることを示す。更に、胎
生13.5日の肝臓において活性化しているシグナル
経路を網羅的に解析した結果、AMPKの著しい
リン酸化が誘導されていた。肝芽細胞を AMPK

活性化剤で刺激したところ、IDH-αKG-TETシグ
ナルが上昇しており、AMPKが本シグナルの上
流に存在することが示唆された。
Ｄ．運動惹起性胎盤由来タンパク質SOD3は運

動効果伝達因子である

　胎生マウス肝臓から肝芽細胞を採取し 3条件の
雌マウス（妊娠・非運動，妊娠・運動，非妊娠・
運動）由来の血清で刺激したところ、運動した妊
娠マウス由来の血清で刺激したときのみ、母親の
運動による肝機能向上を模倣できることを見いだ
した。そこで妊娠・運動をした雌マウス由来の血
清のマススペック解析を行い、候補となる分泌タ
ンパク質群を絞り込んだ。一般に母体側タンパク

質は血液胎盤関門を通過できないと考えられるた
め、候補となるタンパク質は胎盤由来であると予
想された。更に胎盤における RNA-seq、胎盤特異
的遺伝子改変マウス、in vitro実験を組み合わせ
た解析により、母親の運動によって胎盤から分泌
される superoxide dismutase 3（SOD3）が母親の
運動効果の仔への伝達因子であることを同定した。
SOD3はシグナル伝達タンパク質としての新たな
機能を有しており、胎児肝臓に作用することで、
AMPK-IDH-αKG-TETシグナル経路を活性化した。
これにより肝臓の主要な糖代謝遺伝子のプロモー
ターで DNA脱メチル化が起こり、糖代謝遺伝子
発現向上による肝機能改善が誘導された。更に妊
娠期運動による胎盤での Sod3発現を制御する転
写因子として vitamin D receptor（VDR：ビタミン
D受容体）を同定した。食餌中のビタミン D量
が少ないと妊娠期運動効果は認められない一方で、
高ビタミン Dは運動効果を増進したことから、
妊娠期の運動と栄養の協調の重要性が示唆された。
Ｅ．SOD3は活動的なヒト妊婦の胎盤で発現が

上昇している

　オーフス大学病院で妊娠第 1期（ 1～13週）、
第 2期（14～27週）、第 3期（28～40週）に追跡
調査を行ったヒト妊婦コホートにて血清を採取し
たところ、血清中の SOD3量は第 1期および第 2

期と比較して第 3期で有意に高く、胎盤重量と正
の相関があった。しかし、このコホートではベー
スラインの身体活動が高いため、個々の妊婦を活
動的か非活動的かに有意に分類することは困難で
あり、結果として毎日の運動強度と血清 SOD3量
との間に明確な関係はみられなかった。
　ヒト妊婦の毎日の身体活動量が Sod3発現に及
ぼす影響を調べるために、妊娠中に加速度計を装
着して毎日の身体活動を追跡しているカナダの妊
婦コホートからサンプルを回収した。この観察研
究では、週150分の中等度から強度の身体活動
（MVPA）を推奨する成人カナダ身体活動ガイド
ラインを用いて、妊婦の運動量を活動的または非
活動的に分類した。妊娠第 2 期における血清
SOD3量は、活動的な妊婦で有意に増加していた。
また、出産後に採取した活動的な女性の胎盤では、
Sod3の mRNAの発現レベルが有意に上昇してい
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た。胎盤の Sod3発現は、妊婦の毎日の MVPAと
正の相関があった。このように胎盤の成熟と妊娠
中の毎日の身体活動が、女性の胎盤の SOD3にお
いて正の相関があることが示された（図 1）。

考　　　　察

　これらの研究成果から、母親の妊娠中の運動は、
胎盤からの SOD3分泌を介して、胎児肝臓のエピ
ジェネティック改変を引き起こし、糖尿病の現世
代から次世代にまたがる悪循環を断ち切る有望な
方法であることを裏付ける分子生理メカニズムが
明らかとなった2）（図 2）。マウスを用いた解析に
よって、母親の運動による胎盤での Sod3発現が
妊娠13.5日頃にピークを迎えることがわかった。
ヒト発生に当てはめると、母親の運動がその有益
な影響を及ぼすための重要な介入時期は妊娠の第
2 期と第 3 期の間であると考えられる。実際に

図 1．ヒト妊婦の運動が SOD3レベルに与える影響
Fig.1．The effects of pregnancy stage and physical activity on the level of 

SOD3 in pregnant woman.
A） Serum SOD3 in 1st （1-13 weeks, n = 395）, 2nd（14-27 weeks, n = 
366）, and 3rd trimesters（28-40 weeks, n = 342） of pregnancy. （**P < 
0.01）. B） Correlation between the serum SOD3 in 3rd trimester and the 
placental weight at parturition. C） Relationship between the serum SOD3 at 
1st, 2nd, and 3rd trimester and daily MVPA. D） Serum SOD3 in physically 
inactive or active pregnant women at 2nd trimester. E） Sod3 mRNA expres-
sion in placenta from physically inactive or active or active pregnant women 
at parturition. （n = 9, *P < 0.05）. F） Correlation between placental Sod3 
expression and daily MVPA.
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図 2．妊娠期運動効果の次世代伝播機構
Fig.2．The effects of maternal exercise on offspring liver.

Exercise in pregnancy improve glucose metabolism in off-
spring. This beneficial effects is mediated through placenta-de-
rived SOD3 that induces DNA demethylation at the promoter of 
glucose metabolic genes in fetal liver.
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我々は、妊娠第 2期の高活動量は血清中の SOD3

レベルを上昇させることを見いだした。我々は以
前の研究で、子の糖代謝を向上させるための母親
の運動の最大の効果は、母親の運動が妊娠前と妊
娠中の両方で行われたときに生じたことを示し
た1）。このことは、妊娠前および妊娠初期の運動が、
妊娠中の SOD3の分泌を高めることができるよう
な全身の代謝状態に影響を与えることを示唆する。
このように、妊娠中の毎日の運動が胎盤の SOD3

誘導に及ぼすポジティブな効果は、妊婦とその子
に有益な運動プログラムへと変換できる可能性が
ある。SOD3を治療薬として考える場合、胎盤由
来の SOD3を胎児に投与するには、母親の運動が
最も効率的であると考えられる。我々のデータは、
血清中の SOD3濃度が妊娠中の運動トレーニング
の効果を評価するためのバイオマーカーとなり、
妊婦に最適な運動プログラムの最適化の評価軸と
して利用できる可能性がある。

総　　　　括

　母親の運動の影響に関する研究における最大の
ハードルの 1つは、げっ歯類モデル研究から得ら
れた知識のヒトへの適用である。現在、我々は、

妊娠中のげっ歯類とヒトの両方で共通の血清タン
パク質や代謝産物を用いることで、運動の影響や
胎盤由来 SOD3分泌の多寡を評価するための予測
因子として利用することを目指している。運動は
2型糖尿病や関連疾患の発症を予防・遅延させる
重要要素のなかで、最も安易かつ安価な方策であ
り、その実践が次世代の健康増進を目指して広く
一般の健康増進や社会政策に組み込まれることが
期待される。

　※本研究の多くのデータは紙幅の都合上割愛していま
す。参考文献 2（Kusuyama et al., Cell Metab, 2021）を参
照してくださいますようお願いします。
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